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ヘモスフィア取扱説明書の内容追加・訂正について
ヘモスフィア取扱説明書について、下記の通り、追加・変更いたします。
ページ

項目

2

変更前

変更後

商標 Edwards、エドワーズ、

商標 Edwards、エドワーズ、Edwards Lifesciences、

Edwards Lifesciences、

エドワーズライフサイエンス、定型化された E ロゴ、

エドワーズライフサイエンス、

CCOmbo、CCOmbo V、CO-Set、CO-Set+、FloTrac、

定型化されたE ロゴ、CCOmbo、CCOmbo V、

フロートラック、HemoSphere、ヘモスフィア、

CO-Set、CO-Set+、FloTrac、フロートラック、

HemoSphere Swan-Ganz、PediaSat、Swan、

HemoSphere、ヘモスフィア、PediaSat、Swan、

Swan-Ganz、スワンガンツ、Time-In-Target、

Swan-Ganz、スワンガンツ、Time-In-Target、

TruWaveおよびトゥルーウェーブは

TruWaveおよびトゥルーウェーブは

Edwards Lifesciences Corporationの商標です。

Edwards Lifesciences Corporationの商標です。

2

©2018 Edwards Lifesciences

©2019 Edwards Lifesciences Corporation. 無断複

Corporation. 無断複写・転載を禁ず。

写・転載を禁ず。

第 2.3 版

第 2.5 版

発行日： 2018/8/15

Software Version：1.1
17
24

表1-4

末尾の別表に記載

2.2

記載なし

Software Version：1.1

・本装置には金属部品が含まれます。磁気共鳴

警告
2.2

発行日： 2019 年 10 月

（MR）環境で使用しないでください（第3章）。
記載なし

・IEC 60601.1 を遵守するためには、ヘモスフィア ス

警告

ワンガンツモジュールを互換性のあるモニタに接続
する必要があります（耐除細動型装着部と接続）。
外部の装置を接続したり、本取扱説明書で説明され

25

ていない方法でシステムを構成すると、基準に適合
しなくなります。指示通りに装置を使用しない場合、
患者やオペレータが感電するリスクが高くなります
（第9章）。
2.2

25

記載なし

・いかなる方法であっても、本製品を改良、点検、ま

警告

たは変更しないでください。改良、点検、あるいは変
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ページ

項目

変更前

変更後
更を行うと、患者やオペレータの安全、あるいは製
品の性能に影響を及ぼす可能性があります（第9
章）。

2.2

・IEC 60601-1 を遵守するためには、ヘモスフィア

記載なし

圧ケーブルを互換性のあるモニタと接続する必要が

警告

あります（耐除細動型装着部と接続）。本取扱説明
書で説明されていない方法で外部装置と接続した場

26

合やシステム構成した場合は、この規格に準拠する
ことができなくなります。指示通りに装置を使用しな
い場合、患者やオペレータが感電するリスクが高く
なります（第10章）。
2.2

・IEC 60601-1 を遵守するためには、ヘモスフィア オ

記載なし

キシメトリーケーブルを互換性のあるモニタと接続し

警告

なければなりません（耐除細動型装着部と接続）。
本取扱説明書で説明されていない方法で外部装置

26

と接続した場合やシステム構成した場合は、この規
格に準拠することができなくなります。指示通りに装
置を使用しない場合、患者やオペレータが感電する
リスクが高くなります（第11章）。
2.3

27

・ヘモスフィア 圧ケーブルを過度に落下させると、

記載なし

ケーブル 破損や不具合の原因になります（第10

注意

章）。
2.3
28

・ケーブルのエンクロージャードアが開いており、カ

記載なし

テーテルが接続されていないときに静脈血酸素飽

注意

和度をモニタリングすると、非臨床のScvO2/SvO2値
が表示される可能性があります（第11章）。

28

2.3

・オキシメトリーの正確な体外キャリブレ

・体外キャリブレーションを行う前に、カテーテル先

注意

ーションを行うため、カテーテルとキャリ

端またはキャリブレーションカップを濡らさないでくだ

ブレーションカップは必ず乾いた状態で

さい。
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ページ

項目

変更前

変更後

行ってください。カテーテルルーメンのフ

オキシメトリーの正確な体外キャリブレーションを行

ラッシュは、体外キャリブレーションの完

うため、カテーテルとキャリブレーションカップは必ず

了後に行ってください。（第11章）

乾いた状態で行ってください。カテーテルルーメンの
フラッシュは、体外キャリブレーションの完了後に行
ってください。（第11章）

2.3
28

・ヘモスフィアのモジュールとケーブルは静電気放電

記載なし

（ESD）に敏感です。ケーブルやモジュールのハウジ

注意

ングを開かないでください。また、ハウジングが破損
している場合、使用しないでください（付録F）。
2.3

28

・本装置には電子部品が含まれます。慎重に取り扱

記載なし

ってください（付録F）。

注意
2.5

記載なし

表 2-2 に追加
記号

31

説明

EU適合宣言書
2.5

記載なし

表 2-2 に追加
記号

31

説明

数量
2.5

記載なし

表 2-2 に追加
記号

説明

31
技適マーク（日本）
3.1
33

何らかの破損を確認した場合は、梱包

何らかの破損を確認した場合は、梱包箱の写真を

箱の写真を撮影した上で、エドワーズラ

撮影した上で、エドワーズライフサイエンス株式会社

イフサイエンス株式会社にお問い合わせ

にお問い合わせください。梱包または内容物が破損

ください。

している場合、使用しないでください。
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ページ
37

項目

変更前

変更後

3.3.1

未記載

本装置には金属部品が含まれます。磁気共鳴（MR）

警告
4.2.2

46

環境で使用しないでください。
圧ケーブル上のゼロ点調整ボタンを

5 圧ケーブル上のゼロ点調整ボタンを直接押すか、

直接押すか、画面上の［ゼロ点調整］ボ

画面上の［ゼロ点調整］ボタンにタッチします。ゼロ

タンにタッチします。ゼロ点調整が完了

点調整が完了すると音が鳴り、「ゼロ点調整完了」

すると音が鳴り、「ゼロ点調整完了」のメ

のメッセージが表示されます。ゼロ点調整ボタンの

ッセージが表示されます。ゼロ点調整ボ

LEDは、正しくゼロ点調整されると点滅が停止しオフ

タンのLEDは、正しくゼロ点調整されると

になります。

5

緑色に点灯します。
9.1

未記載

警告 IEC 60601.1 を遵守するためには、ヘモスフィ
ア スワンガンツモジュールを互換性のあるモニタに
接続する必要があります（耐除細動型装着部と接
続）。外部の装置を接続したり、本取扱説明書で説
明されていない方法でシステムを構成すると、基準
に適合しなくなります。指示通りに装置を使用しない

103

場合、患者やオペレータが感電するリスクが高くなり
ます。
いかなる方法であっても、本製品を改良、点検、また
は変更しないでください。改良、点検、あるいは変更
を行うと、患者やオペレータの安全、あるいは製品
の性能に影響を及ぼす可能性があります。
10.1

117

ヘモスフィア 圧ケーブルは、TruWave

ヘモスフィア 圧ケーブルは、片端（図10-1の➃)を

DPTやフロートラックセンサーなど、互換

ヘモスフィアモニタと、他端(図10-1の①)を承認された

性のあるEdwards製単回使用圧トランス

1つのエドワーズ製モニタキット（DPT）またはセンサ

デューサ（DPT）から単一の圧信号を取

ーに接続する、再使用可能な装置です。図10-1を

得して処理します。

参照してください。ヘモスフィア 圧ケーブルは、
TruWave DPTやフロートラックセンサーなど、互換性
のあるEdwards製単回使用圧トランスデューサ
（DPT）から単一の圧信号を取得して処理します。
4 / 14

ヘモスフィア追加内容修正_三校.indd 4

2019/11/15 13:09

ヘモスフィア ＡＤＤＥＮＤＵＭ

ページ

項目

変更前

変更後

10.1

色は以下のとおりです。

各色についての説明は次のとおりです。

・赤：動脈圧（AP）

・赤：動脈圧（AP）

・青：中心静脈圧（CVP）

・青：中心静脈圧（CVP）

・黄：肺動脈圧（PAP）

・黄：肺動脈圧（PAP）

117

・緑：心拍出量（CO）
表
118

末尾の別表に記載

10-1
10.1

警告へ下記事項を追加

記載なし

いかなる方法であっても、本製品を改良、点検、また

警告

は変更しないでください。改良、点検、あるいは変更
を行うと、患者やオペレータの安全、あるいは製品
の性能に影響を及ぼす可能性があります。
IEC 60601-1 を遵守するためには、ヘモスフィア 圧
ケーブルを互換性のあるモニタと接続する必要があ

118

ります（耐除細動型装着部と接続）。本取扱説明書
で説明されていない方法で外部装置と接続した場合
やシステム構成した場合は、この規格に準拠するこ
とができなくなります。指示通りに装置を使用しない
場合、患者やオペレータが感電するリスクが高くなり
ます。
10.1

注意 ラベルの「使用期限」が過ぎている

注意 ラベルの「使用期限」が過ぎているフロートラッ

注意

フロートラックセンサーまたは TruWave

クセンサーまたは TruWave DPTは使用しないでくだ

DPTは使用しないでください。この日付

さい。この日付以降に使用された製品は、トランスデ

以降に使用された製品は、トランスデュ

ューサやチューブの性能、または滅菌状態が損なわ

ーサやチューブの性能、または滅菌状態

れている可能性があります。

が損なわれている可能性があります。

ヘモスフィア 圧ケーブルを過度に落下させると、ケ

118

ーブル破損や不具合の原因になります。
10.3.1
120

7 縦方向に動かして、プライミングされた

7 縦方向に動かして、プライミングされたフロートラ

フロートラックセンサーの緑のコネクタを

ックセンサーの緑のコネクタを接続します。ゼロ点調
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ページ

項目

変更前

変更後

接続します。

整ボタン周囲の圧ケーブルLED（図10-1の➁参照）
が緑色に点滅し、圧センサーを検知したことを知ら
せます。黄色のライトはフォルト状態を表します。こ
のような場合は、個別のフォルト状態について説明
された、ステータスバーを参照してください。

10.3.3

121

COモニタリングが開始されると、リアル

COモニタリングが開始されると、リアルタイムな動脈

タイムな動脈（ART）の波形表示を使用し

（ART）の波形表示を使用して血圧波形を表示する

て血圧波形を表示することもできます。

こともできます。5.3.2.3［リアルタイム動脈圧波形

5.3.2.3［リアルタイム動脈圧波形（ART）

（ART）表示］を参照してください。

表示］を参照してください。

ヘモスフィア 圧ケーブルをヘモスフィアモニタ本体
から外す場合、あるいはセンサーを圧ケーブルから
外す場合は、必ず接続部を持って引いてください。
ケーブルを引っ張ったり、道具を使って外さないでく
ださい。

10.4.1

7 縦方向に動かして、TruWave DPTをヘ

7 縦方向に動かして、TruWave DPTをヘモスフィア

モスフィア 圧ケーブルに接続します。

圧ケーブルに接続します。ゼロ点調整ボタン周囲の
圧ケーブルLED（図10-1の➁参照）が緑色に点滅
し、圧センサーを検知したことを知らせます。黄色の

122

ライトはフォルト状態を表します。このような場合は、
個別のフォルト状態について説明された、ステータ
スバーを参照してください。
11

記載なし

11.1 オキシメトリーケーブルの概要
ヘモスフィア オキシメトリーケーブルは、片端をヘモ
スフィアモニタと、他端を承認されたエドワーズオキ
シメトリーカテーテルに接続する、再使用可能な装

127

置です。ヘモスフィア

オキシメトリーケーブルは非

接触機器で、通常使用時は患者に接触させてはい
けません。このケーブルは、反射スペクトル解析に
より静脈血酸素飽和度を連続測定します。ケーブル
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ページ

項目

変更前

変更後
内のLED光は光ファイバーを通って光学的にカテー
テルの遠位端まで伝達されます。吸収光、屈折光、
および反射光の量は、血液中の酸化ヘモグロビンと
脱酸化ヘモグロビンの相対的な量により決定され
ます。この光学密度のデータをオキシメトリーカテー
テルで収集し、ヘモスフィア オキシメトリーケーブル
で処理し、互換性のあるモニタに表示します。パラメ
ータ出力は混合静脈血酸素飽和度（SvO2）または中
心静脈血酸素飽和度（ScvO2）です。

11.1

11.1 オキシメトリーのセットアップ

11.2 オキシメトリーのセットアップ

カテーテルの留置と使用方法の説明、関

カテーテルの留置と使用方法の説明、関連する警

連する警告、注意、注記については、各

告、注意、注記については、各カテーテルに付属の

カテーテルに付属の添付文書を参照し

添付文書を参照してください。

てください。モニタリングの前に、ヘモス

事前注意

フィア オキシメトリーケーブルを必ずキ

どいてください。ケーブルを引っ張ってコイルをほど

ャリブレーションしてください。

かないでください。オキシメトリーケーブルのカテー

127

梱包から出す際、ケーブルを慎重にほ

テル接続部にあるエンクロージャードアが自由に動
き、正しくラッチできることを確認してください。ドアが
破損したり、開いていたり、欠失している場合は、ケ
ーブルを使用しないでください。ドアが破損した場合
は、弊社の営業担当者にご連絡ください。
モニタリングの前に、ヘモスフィア オキシメトリーケ
ーブルを必ずキャリブレーションしてください。

128

11.1

図11-1に示すカテーテルの外観は一例

図11-1に示すカテーテルの外観は一例です。実際

注記

です。実際の外観は、カテーテルのモデ

の外観は、カテーテルのモデルによって異なる場合

ルによって異なる場合があります。

があります。
ヘモスフィア オキシメトリーケーブルをヘモスフィア
モニタ本体から外す場合、あるいはセンサーを圧ケ
ーブルから外す場合は、必ず接続部を持って引いて
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ページ

項目

変更前

変更後
ください。ケーブルを引っ張ったり、道具を使って外
さないでください。

11.1

ヘモスフィア オキシメトリーケーブルの

警告 IEC 60601-1 を遵守するためには、ヘモスフィ

警告

本体を布に包んだり、患者の肌に長時

ア オキシメトリーケーブルを互換性のあるモニタと

間（10分以上）直接触れたままにしない

接続しなければなりません（耐除細動型装着部と接

でください。表面が加熱（最高45℃）する

続）。本取扱説明書で説明されていない方法で外部

ため、放熱して内部温度レベルを維持す

装置と接続した場合やシステム構成した場合は、こ

る必要があります。内部温度が許容範

の規格に準拠することができなくなります。指示通り

囲を超える場合、ソフトウェアフォルトが

に装置を使用しない場合、患者やオペレータが感電

発生します。

するリスクが高くなります。
ヘモスフィア オキシメトリーケーブルの本体を布に

128

包んだり、患者の肌に直接触れたままにしないでく
ださい。表面が加熱（最高45℃）するため、放熱して
内部温度レベルを維持する必要があります。内部温
度が許容範囲を超える場合、ソフトウェアフォルトが
発生します。
いかなる方法であっても、本製品を改良、点検、また
は変更しないでください。改良、点検、あるいは変更
を行うと、患者やオペレータの安全、あるいは製品
の性能に影響を及ぼす可能性があります。

128

11.2

オキシメトリーの正確な体外キャリブレー

ケーブルのエンクロージャードアが開いており、カテ

注意

ションを行うため、カテーテルとキャリブ

ーテルが接続されていないときに静脈血酸素飽和

レーションカップは必ず乾いた状態で行

度をモニタリングすると、非臨床のScvO2/SvO2値が

ってください。カテーテルルーメンのフラ

表示される可能性があります。体外キャリブレーショ

ッシュは、体外キャリブレーションの完了

ン行う前に、カテーテル先端またはキャリブレーショ

後に行ってください。

ンカップを濡らさないでください。オキシメトリーの正

オキシメトリーカテーテルを患者に挿入し

確な体外キャリブレーションを行うため、カテーテル

た後に体外キャリブレーションを行うと、

とキャリブレーションカップは必ず乾いた状態で行っ

キャリブレーションが不正確になります。

てください。カテーテルルーメンのフラッシュは、体外
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ページ

項目

変更前

変更後
キャリブレーションの完了後に行ってください。
オキシメトリーカテーテルを患者に挿入した後に体
外キャリブレーションを行うと、キャリブレーションが
不正確になります。

表
141

末尾の別表に記載

13-3
A.2

記載なし

MRI情報

ヘモスフィアまたはモジュールおよびケ

ーブルをMR環境で使用しないでください。すべての
モジュールとケーブルを含むヘモスフィアは、金属部
品を含む装置であるため、「MRI危険」の装置です。

163

MRI環境ではMF誘導加熱が発生します。

A.4

記載なし

注記 ヘモスフィア スワンガンツモジュールの環境
仕様については、表A-3「ヘモスフィアの環境仕様」

164

を参照してください。
A.4

記載なし

注記 ヘモスフィア スワンガンツモジュールの想定
耐用期間は、製造日から5年間です。この時点でモ

164

ジュールを交換してください。サポートが必要な場
合、弊社の営業担当者にご連絡ください。
表

165

末尾の別表に記載

A-11
A.5

記載なし

注記 ヘモスフィア 圧ケーブルの環境仕様につい
ては、表A-3「ヘモスフィアの環境仕様」を参照してく

165

ださい。
A.5

注記 ヘモスフィア 圧ケーブルの想定耐用期間

記載なし

は、製造日から5年間です。この時点でケーブルを

165

交換してください。サポートが必要な場合、弊社の営
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項目

変更前

変更後
業担当者にご連絡ください。

A.6
165
A.6

表A-13 ヘモスフィア オキシメトリーケ

表A-13 ヘモスフィア オキシメトリーケーブルの物

ーブルの仕様

理的仕様

記載なし

注記 ヘモスフィア オキシメトリーケーブルの環境
仕様については、表A-3「ヘモスフィアの環境仕様」

165

を参照してください。
A.6

記載なし

注記 ヘモスフィア オキシメトリーケーブルの想定
耐用期間は、製造日から1.5年間です。この時点で

166

ケーブルを交換してください。サポートが必要な場
合、弊社の営業担当者にご連絡ください。
F.1

181

記載なし

ヘモスフィアのモジュールとケーブルは静電気放電
（ESD）に敏感です。ケーブルやモジュールのハウジ

注意

ングを開かないでください。また、ハウジングが破損
している場合、使用しないでください。
F.2

記載なし

注記 モジュールは一度挿入すると、メンテナンスま
たは清掃が必要になるまで外す必要がありません。
モジュールを外さなければならない場合、破損しな

182

いようにするため出荷時の梱包に収め、冷暗所で保
管してください。
F.3

3 清潔な乾いた布で表面を拭き、乾燥

3 清潔な乾いた布で表面を拭き、乾燥させます。

させます。

プラットフォームケーブルは、破損しないようにする

特定のケーブルについての補足的な手

ため出荷時の梱包に入れ、冷暗所で保管してくださ

順は、以下のセクションに記載されてい

い。特定のケーブルについての補足的な手順は、以

ます。

下のセクションに記載されています。

F.3.3

ケーブルコネクタが本装置に接続されて

ケーブルコネクタが本装置に接続されており、本装

注意

おり、本装置の電源がオンになっている

置の電源がオンになっているときに、コネクタ部に電

ときに、コネクタ部に電解質溶液（乳酸リ

解質溶液（乳酸リンゲル液など）がかかった場合

ンゲル液など）がかかった場合は、励起

は、励起電圧により腐食および導電性の急激な変

182

183
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項目

F.7

184

変更前

変更後

電圧により腐食および導電性の急激な

化を引き起こす可能性があります。

変化を引き起こす可能性があります。

ケーブルコネクタを洗剤、イソプロピルアルコール、

ケーブルコネクタを洗剤、イソプロピルア

グルタルアルデヒドに浸さないでください。

ルコール、グルタルアルデヒドに浸さな

ケーブルコネクタの乾燥に熱風機を使用しないでく

いでください。

ださい。

ケーブルコネクタの乾燥に熱風機を使用

この装置には電子部品が含まれます。慎重に取り

しないでください。

扱ってください。

F.7 予防メンテナンス

F.7 予防メンテナンス

ヘモスフィアの外装に破損等がないか定

ヘモスフィアの外装に破損等がないか定期的にチェ

期的にチェックしてください。筐体に亀

ックしてください。筐体に亀裂、破損、へこみがなく、

裂、破損、へこみがなく、全部品が揃って

全部品が揃っていることを確認してください。また、

いることを確認してください。また、液体

液体の漏れや誤用の兆候がないか確認してくださ

の漏れや誤用の兆候がないか確認して

い。

ください。

コードおよびケーブルを定期的にチェックして、摩耗

コードおよびケーブルを定期的にチェック

や損傷、導線の露出がないことを確認してください。

して、摩耗や損傷、導線の露出がないこ

また、オキシメトリーケーブルのカテーテル接続部に

とを確認してください。

あるエンクロージャードアが自由に動き、正しくラッチ
できることを確認してください。

189

表G-4

末尾の別表に記載

192

表G-6

末尾の別表に記載

商標

Edwards、エドワーズ、Edwards Lifesciences、 Edwards、エドワーズ、Edwards Lifesciences、
エドワーズライフサイエンス、

エドワーズライフサイエンス、定型化されたE ロゴ、

定型化されたE ロゴ、CCOmbo、

CCOmbo、CCOmbo V、COSet、CO-Set+、FloTrac、

CCOmbo V、COSet、CO-Set+、FloTrac、 フ ロ ー ト ラ ッ ク、H e m o S p h e r e 、ヘ モ ス フ ィ ア、
201

フロートラック、HemoSphere、ヘモスフィア、 HemoSphere Swan- Ganz、PediaSat、Swan、
PediaSat、Swan、Swan-Ganz、

Swan- Ganz、スワンガンツ、Time-In-Target、

スワンガンツ、Time-In-Target、

TruWaveおよびトゥルーウェーブは

TruWaveおよびトゥルーウェーブは

Edwards Lifesciences Corporationの商標です。

Edwards Lifesciences Corporationの商

その他の商標はすべて、それぞれの商標権者に属
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項目

変更前

変更後

標です。

します。

その他の商標はすべて、それぞれの商

© Copyright 2019 Edwards Lifesciences Corporation.

標権者に属します。

無断複写・転載を禁ず。

© Copyright 2018 Edwards Lifesciences
Corporation. 無断複写・転載を禁ず。

＜別表＞
表 13-3 圧ケーブルの通信ライト
変更後（下線部について変更）
状態

色

点滅パターン

推奨される対処方法

圧センサー／トランスデューサが接

無灯

継続してオフ

なし

緑

点滅

圧センサーをゼロ点調整して、モニタ

続されていない
圧センサー／トランスデューサは接

リングを開始してください。

続されているが、まだゼロ点調整さ
れていない
圧センサー／トランスデューサのゼ

無灯

継続してオフ

信号をモニタリングできます。

ロ点調整完了
圧センサー／トランスデューサに優

なし。接続された圧センサーは、圧力

黄

点滅

画面を参照して、フォルトの種類を確

先度「中」の技術的アラームが発生

認してください。推奨される対処方法

している

については、ヘルプメニューまたは表
13-4を参照してください。

表 A-11 ヘモスフィア 圧ケーブルの物理的仕様
変更後（下線部について変更）
ヘモスフィア 圧ケーブル
重量

約0.29kg（0.64ポンド）

寸法

長さ

耐水

IPX4

3.0m(10フィート)
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表 G-4 電磁イミュニティ（静電気放電、バースト、サージ、電圧ディップ、電源周波数磁界）
変更後（下線部について変更）
イミュニティ試験

電源入力ライン
における電圧デ
ィップ、短時間停
電および電圧変
化
IEC 61000-4-11

IEC 60601-1-2 試験レベル

適合性レベル

<0%UT（100%UTのディップ）
0.5サイクル
（0°,45°,90°,135°,180°,
225°,270°,315°）

0%UT

60%UT（100%UTのディップ）
1サイクル（0°での単相）

0%UT

70%UT（30%UTのディップ）
25/30サイクル（0°での単相）

70%UT

停電：0%UT（100%>UTのドロップ）
250/300サイクル

0%UT

電磁環境─ガイダンス

電源の品質は、標準の商用環境
および／または病院環境のもの
になります。停電時もヘモスフィ
アの継続運転を要する場合、無
停電電源装置またはバッテリー
からヘモスフィアに電力を供給し
てください。
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表 G-6 ヘモスフィアの無線情報（つづき）
変更前

変更後
特徴

説明

セキュリティ

標準
IEEE 802.11i (WPA2)

暗号化
Advanced Encryption Standard (AES, Rijndael Algorithm)

暗号化キープロビジョニング
Static (長さ40 ビットおよび128 ビット)
Pre-Shared (PSK)
Dynamic

802.1X 拡張認証プロトコルの種類
EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS
LEAP

FIPS 140-2 モード
動作は、EAP-TLS を用いる WPA2-AES、および WPA2-PSK/AES に制限されていま
す。
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